
   オイルランプと輸入雑貨　

電球仕様ランプ  ラインナップ
P1

株式会社キャナルシップ　TEL. 0596-62-0751　FAX. 052-308-3989　URL:http://www.canalship.co.jp/　Email : info@canalship.com

伝統的なマリンテイストの漂うテーブルランプです。船室用の壁掛けランプですが、テーブ
ルライトとしてもお使いいただけます。
カラー：真鍮製クリアー仕上（変色しにくい仕上げです）　原産国：オランダ製　
サイズ：幅約13.4cmx奥行14.5cmx高さ約30.5cm　仕様1：付属ランプ（シャンデリア球
40W（E26口金)＝1ケ 仕様2：クリアー電源コード約1.8m。（中間スイッチ付き）　
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。
[ホヤ] DPS054

DHR テーブルランプ－壁掛タイプ 電球仕様 DVB8807

※サイズは商品により若干ばらつきがあります。ご了承ください。

Den Haan Rotterdam 

船内の厨房（ギャレー）で使用されていたランプの電球仕様です。壁掛け対応、持ち運びも
便利なハンドル付き。シンプルなセードなしタイプです。
カラー：真鍮製クリアー仕上（変色しにくい仕上げです）　原産国：オランダ製　
サイズ： 幅約18.2cmx奥行14.5cmx高さ約32.5cm　仕様1：付属ランプ（シャンデリア球
40W（E26口金)＝1ケ 仕様2：クリアー電源コード約1.8m。（中間スイッチ付き）　
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。
[ホヤ] DPS054

DHR ギャレーランプ　電球仕様　DVT8878
Den Haan Rotterdam 

船室用のギャレーランプの白セード付きモデル。落ち着いた柔らかな灯りを楽しめます。上
質なキャビンによく合うテーブルランプです。
カラー：真鍮製クリアー仕上（変色しにくい仕上げです）　原産国：オランダ製　
サイズ： 幅約21.6cmx奥行21.6cmx高さ約32.5cm　仕様1：付属ランプ（シャンデリア球
40W（E26口金)＝1ケ 仕様2：クリアー電源コード約1.8m。（中間スイッチ付き）　
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。
[ホヤ] DPS054 [セード] DPS109-WH

DHR ギャレーランプ－白　電球仕様　DVT8878-WH
Den Haan Rotterdam 

船室用のギャレーランプの緑セード付きモデル。セード内部は白色ガラスコートです。　
ヨーロッパ製の作りの良いグリーンセード独特の上質でクラシックな雰囲気が特徴です。
カラー：真鍮製クリアー仕上（変色しにくい仕上げです）　原産国：オランダ製　
サイズ： 幅約21.6cmx奥行21.6cmx高さ約32.5cm　仕様1：付属ランプ（シャンデリア球
40W（E26口金)＝1ケ 仕様2：クリアー電源コード約1.8m。（中間スイッチ付き）　
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。
 [ホヤ] DPS054 [セード] DPS109-GR

DHR ギャレーランプ－緑　電球仕様　DVT8878-GR
Den Haan Rotterdam

ギャレーランプのラウンドペーパーセード付きバージョンです。アンティークな地図柄がラ
ンプの灯りを柔らかく拡散させ、温かい雰囲気をつくりだしてくれます。
カラー：真鍮製クリアー仕上（変色しにくい仕上げです）　原産国：オランダ製　
サイズ： 幅約26cmx奥行26cmx高さ約32.5cm　仕様1：付属ランプ（シャンデリア球40W
（E26口金)＝1ケ 仕様2：クリアー電源コード約1.8m。（中間スイッチ付き）　
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。
[ホヤ] DPS054 [セード] DPS130

DHR ギャレーランプ－古地図ＲD　電球仕様　DVT8878-PS-RD
Den Haan Rotterdam
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   オイルランプと輸入雑貨　

電球仕様ランプ  ラインナップ
P2

株式会社キャナルシップ　TEL. 0596-62-0751　FAX. 052-308-3989　URL:http://www.canalship.co.jp/　Email : info@canalship.com

おしゃれな風防入りで、吊ってよし、置いてよしの使い勝手のよいランプです。夕暮れ時の
ガーデンパーティのお共にも、インテリアのアクセントにもご活用下さい。
カラー：真鍮製クリアー仕上（変色しにくい仕上げです）　原産国：オランダ製　
サイズ： 幅約17.5cmx奥行17.5cmx高さ約37.5cm　仕様1：付属ランプ（シャンデリア球
40W（E26口金)＝1ケ 仕様2：クリアー電源コード約1.8m。（中間スイッチ付き）
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。
[ホヤ] DPS054 

DHR カーゴランタン　電球仕様　DVU8803

※サイズは商品により若干ばらつきがあります。ご了承ください。

Den Haan Rotterdam

本製品は船舶の機関室で使われていた、大型のリフレクター付き船舶用オイルランプがモ
チーフです。背面に脱着可能な壁面取り付けフック付き。テーブルに置いてもお使いいた
だけます。
カラー：真鍮製クリアー仕上（変色しにくい仕上げです）　原産国：オランダ製　
サイズ： 幅約21.5cmx奥行14cmx高さ約35cm　仕様1：付属ランプ（シャンデリア球40W
（E26口金)＝1ケ 仕様2：クリアー電源コード約1.8m。（中間スイッチ付き）
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。[ホヤ] DPS054 

DHR エンジンルームランタン　電球仕様　DVB8802
Den Haan Rotterdam

クラシックなヨットの船室（キャビン）によく似合う、吊りランプタイプのライトです。コンセン
トプラグ付き。
カラー：真鍮製クリアー仕上（変色しにくい仕上げです）　原産国：オランダ製　
サイズ： 幅約35cmx奥行35cmx高さ約55cm　仕様1：付属ランプ（シャンデリア球40W
（E26口金)＝1ケ 仕様1：コード長さ約 1.2m（器具上部より）(コンセントプラグ付き)　
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。
[ホヤ] DPS054 

DHR キャビンランプ　電球仕様　DVU8209
Den Haan Rotterdam

GAUDARD

GAUDARD

クラシックインテリアによく似合うステム（足つき）タイプのオイルランプの電球仕様です。
火気が使えない場所でオイルランプの雰囲気が楽しめます。白セード付きタイプ。
カラー：真鍮製（磨き仕上げ）　原産国：フランス製　サイズ：幅約25.8cmx奥行25.8cmx高
さ約48.5cm　仕様1：付属ランプ（シャンデリア球40W（E12口金)＝1ケ
仕様2：クリアー電源コード約1.5m。（中間スイッチ付き）
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。
[ホヤ] GPS108 [セード] DPS111-WH

【白セード付】テーブルステムランプ電球仕様　GVT07A-V14-WH　

GAUDARD

GAUDARD

クラシックインテリアによく似合うステム（足つき）タイプのオイルランプの電球仕様です。
火気が使えない場所でオイルランプの雰囲気が楽しめます。緑セード付きタイプ。
カラー：真鍮製（磨き仕上げ）　原産国：フランス製　サイズ：幅約25.8cmx奥行25.8cmx高
さ約48.5cm　仕様1：付属ランプ（シャンデリア球40W（E12口金)＝1ケ
仕様2：クリアー電源コード約1.5m。（中間スイッチ付き） 
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。
[ホヤ] GPS108 [セード] DPS111-GR

【緑セード付】テーブルステムランプ電球仕様　GVT07A-V14-GR
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   オイルランプと輸入雑貨　

電球仕様ランプ  ラインナップ
P3

レトロな真鍮製のフレームで頑丈な山小屋風吊りランプをつくりました。火気の使えない
場所でも、手軽にオイルランプの雰囲気が味わえます。
カラー：クリアー油壺、シルバーカサ　重量：0.95㎏　サイズ：幅約27cm×奥行約27cm高
さ約48.5cm　仕様1：付属ランプ（シャンデリア球40W（E12口金)＝1ケ 仕様2：コード長さ
約1.2m（器具上部より）（コンセントプラグ、中間スイッチ付き）　
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。
[ホヤ] EPS102

吊りランプＳＶ－クリアー油壺ＡN　電球仕様　CVU902

株式会社キャナルシップ　TEL. 0596-62-0751　FAX. 052-308-3989　URL:http://www.canalship.co.jp/　Email : info@canalship.com

ヨーロッパスタイルの船舶で吊りランプとして使われていたオイルランプの電球仕様です。
吊りランプとしてお使いください。
カラー：真鍮製クリアー仕上（変色しにくい仕上げです）　原産国：オランダ製　
サイズ：幅約25.5cmx奥行25.5cmx高さ約43cm　仕様1：付属ランプ（シャンデリア球40W
（E26口金)＝1ケ 仕様1：コード長さ約 1.2m（器具上部より）　
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。
[ホヤ] DPS054

DHR トロールランプ　電球仕様　DVU8201

※サイズは商品により若干ばらつきがあります。ご了承ください。

Den Haan Rotterdam

船舶用のキャビンライト、大型吊りランプです。各部材がしっかりとした部品で構成された
存在感のある本格派です。
カラー：真鍮製クリアー仕上（変色しにくい仕上げです）　原産国：オランダ製　
サイズ： 幅約39cmx奥行36cmx高さ約55cm　仕様1：付属ランプ（シャンデリア球40W
（E26口金)＝1ケ 仕様2：コード長さ約 1.2m（器具上部より）(コンセントプラグ付き）　
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。
[ホヤ] DPS054 

DHR セイラーランプ　電球仕様　DVU8205
Den Haan Rotterdam

GAUDARD

GAUDARD

優雅な帆船のサロンを彷彿させるようなクラッシックハンギングランプです。柔らかな白色
セードの灯りが楽しめます。ドラゴンのモチーフが素敵です。
カラー：真鍮製クリアー仕上（変色しにくい仕上げです）　原産国：オランダ製　
サイズ： 幅約39cmx奥行36cmx高さ約55cm　仕様1：付属ランプ（シャンデリア球40W
（E26口金)＝1ケ 仕様2：コード長さ約1.2m（器具上部より）(コンセントプラグ付き）　
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。
[ホヤ] DPS054  [セード] DPS111-WH

DHR サロンランプ　白　電球仕様　DVU8203-WH

GAUDARD

GAUDARD

優雅な帆船のサロンを彷彿させるようなクラッシックハンギングランプです。定番のグリー
ンセードです。セードの裏面は乳白仕上げ。ドラゴンのモチーフが素敵です。
カラー：真鍮製クリアー仕上（変色しにくい仕上げです）　原産国：オランダ製　
サイズ： 幅約39cmx奥行36cmx高さ約55cm　仕様1：付属ランプ（シャンデリア球40W
（E26口金)＝1ケ 仕様2：コード長さ約 1.2m（器具上部より）(コンセントプラグ付き）　
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。
[ホヤ] DPS054  [セード] DPS111-GR

DHR サロンランプ　緑　電球仕様　DVU8203-GR
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   オイルランプと輸入雑貨　

電球仕様ランプ  ラインナップ
P4

レトロな真鍮製のフレームで頑丈な山小屋風吊りランプをつくりました。火気の使えない
場所でも、手軽にオイルランプの雰囲気が味わえます。カサはゴールド（金色）です。
カラー：アンバー油壺　ゴールドカサ　重量：0.95㎏　サイズ：幅約27cm×奥行約27cm
高さ約48.5cm　仕様1：付属ランプ（シャンデリア球40W（E12口金)＝1ケ 仕様2：コード長
さ約1.2m（器具上部より）（コンセントプラグ、中間スイッチ付き）　
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。[ホヤ] EPS102

吊りランプＧＯ－アンバー油壺 GOLD 電球仕様　CVU912

株式会社キャナルシップ　TEL. 0596-62-0751　FAX. 052-308-3989　URL:http://www.canalship.co.jp/　Email : info@canalship.com

※サイズは商品により若干ばらつきがあります。ご了承ください。

銅のフレームの中でガラスを成形する独特の方法で、吹きガラスの様な風合いと、銅の焼
けたような重厚な質感を作り出しました。 
カラー：銅製アンティーク　重量：1.2㎏　原産国：オランダ製サイズ：幅約14cm×奥行約
14cm高さ約23.5cm(ハンドル含まず）26cm　仕様1：付属ランプ（シャンデリア球40W
（E12口金)＝1ケ 仕様2：コード長さ約 1.1m（器具上部より）　仕様3：1m簡易吊りチェーン
付き 仕様4：室内用　
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。

DHR ペンダントライト アンカー銅　DVU5611
Den Haan Rotterdam

グローブ（地球型）ランプは、船舶燈の中でもポピュラーな形です。手作業ならではの表情
が違う、琥珀色のガラスの風合いも魅力的です。
カラー：銅製アンティーク　重量：1.6㎏　原産国：オランダ製サイズ：幅約21.5cm×奥行
約20.5cm高さ約30.5cm(ハンドル含まず）34cm　仕様1：付属ランプ（シャンデリア球
40W（E26口金)＝1ケ 仕様2：コード長さ約 1m（器具上部より） 仕様3：1m簡易吊りチェー
ン付き　仕様4：室内用　
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。

DHR ペンダントライト グローブ銅　DVU5703
Den Haan Rotterdam

 真鍮製のペンダントランプ用のチェーン、シーリングカップセットです。
カラー：真鍮製クリアー仕上（変色しにくい仕上げです）　重量：0.27㎏　
原産国：オランダ製　サイズ： 幅約9.5cmx奥行9.5cmx高さ約80cm　仕様1：チェーン長
70cm 仕様2：カップ径9.5cm 

DHR シーリングカップ チェーンセット（真鍮）DPS502
Den Haan Rotterdam

真鍮製のペンダントランプ用のチェーン、シーリングカップセットです。
カラー：真鍮製アンティーク（変色しにくい仕上げです）　重量：0.27㎏　
原産国：オランダ製　サイズ： 幅約9.5cmx奥行9.5cmx高さ約80cm　仕様1：チェーン長
70cm 仕様2：カップ径9.5cm 

DHR シーリングカップ チェーンセット（アンティーク）DPS503
Den Haan Rotterdam
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   オイルランプと輸入雑貨　

電球仕様ランプ  ラインナップ
P5

株式会社キャナルシップ　TEL. 0596-62-0751　FAX. 052-308-3989　URL:http://www.canalship.co.jp/　Email : info@canalship.com

船舶燈のなかでも代表的な存在のアンカーランプ、１８０度を照射し船の存在を示す役
割があります。本商品ではブラケットを組み合わせて壁付けライトとしています。
カラー：主要部分真鍮製　クリアー仕上（変色しにくい仕上げです）　重量：1.4㎏　
原産国：オランダ製　サイズ： 幅約11.5cmｘ奧行約16cmｘ高約24cm　仕様1：防雨型
仕様2：付属ランプ：シャンデリア球40W（E12口金)＝1ケ
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。施工は電気工事
士にご依頼ください。

DHR 屋外用ブラケット（アンカーランプＳ）真鍮　DVE8621

※サイズは商品により若干ばらつきがあります。ご了承ください。

Den Haan Rotterdam

グローブ（地球型）ランプは船舶燈の中でもポピュラーな形です。真鍮の磨き仕上げの美し
いボディと優雅な曲線のガラスが特徴的なブラケットです。
カラー：主要部分真鍮製　クリアー仕上（変色しにくい仕上げです）　重量：1.8㎏　
原産国：オランダ製　サイズ： 幅約21.5cmｘ奧行約26.2cmｘ高約30cm　仕様1：防雨型
仕様2：付属ランプ：シャンデリア球40W（E26口金)＝1ケ
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。施工は電気工事
士にご依頼ください。

DHR 屋外用ブラケット（グローブランプ）真鍮　DVE8713
Den Haan Rotterdam

銅のフレームの中でガラスを成形する独特の方法で、銅のアンティークな風合いを作り出
しました。手作業ならではの表情が違う琥珀色のガラスの風合いも魅力的です。
カラー：主要部分銅製　アンティーク仕上　重量：2.2㎏　原産国：オランダ製　
サイズ： 幅約20.3cmｘ奧行約25cmｘ高約30cm　仕様1：防雨型　
仕様2：付属ランプ：シャンデリア球40W（E26口金)＝1ケ
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。施工は電気工事
士にご依頼ください。

DHR 屋外用ブラケット（グローブランプ）銅　DVE5713
Den Haan Rotterdam

船舶燈のなかでも代表的な存在のアンカーランプ。真鍮の磨き仕上げの美しいボディと重
厚なレンズタイプのガラスが特徴的です。存在感のあるＭサイズです。
カラー：主要部分真鍮製　クリアー仕上（変色しにくい仕上げです）　重量：3.2㎏　
原産国：オランダ製　サイズ： 幅約24cmｘ奧行約25cmｘ高約36cm　仕様1：防雨型
仕様2：付属ランプ：シャンデリア球40W（E26口金)＝1ケ
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。施工は電気工事
士にご依頼ください。

DHR 屋外用ブラケット（アンカーランプＭ）真鍮　DVE8613
Den Haan Rotterdam

銅のフレームの中でガラスを成形する独特の方法で、吹きガラスの様な風合いと、銅の焼
けたような重厚な質感を作り出しました。存在感のあるＭサイズです。 
カラー：主要部分銅製　アンティーク仕上　重量：2.8㎏　原産国：オランダ製　サイズ： 本
体サイズ　幅約20cmｘ奧行約24cmｘ高約33.5cm　仕様1：防雨型
仕様2：付属ランプ：シャンデリア球40W（E26口金)＝1ケ
備考：ガラスや本体に多少の変形、傷、気泡等がみられることがあります。施工は電気工事
士にご依頼ください。

DHR 屋外用ブラケット（アンカーランプＭ）銅　DVE5613
Den Haan Rotterdam
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